日本 OPC 協議会

OPC Foundation Application for Membership 申し込み方法
OPC Foundation への新規入会をご希望の方は、OPC Foundation Web サイトの Application for
Membership（Membership > Become a Member ページ）から入会手続きを行ってください。OPC
Foundation Web サイトの入力方法を下記にガイドします。

OPC Foundation Application for Membership 入力説明
⚫

概要
Application for Membership は以下の 7 ステップで構成されており、各々必要事項を入力します。米国の
OPC Foundation 事務局が確認しますので、必ず英語で入力してください。

① Enter your email address below to start your online application session
メールアドレスを入力してください。入力されたアドレスへ Verification email が送信されます。email 中に
登録を継続する URL リンクが記載されていますので、そちらから申し込みを開始してください。（メールは、
@opcfoundation.org ドメインから送信されます。受け取れる状態に設定してください。）
② Complete applicant information
入会希望会社に関する事項と、OPC Foundation の会員リストに記載される会社名の表記を記載し
ます。
記載事項：会社名、住所、正式な会社名の表記を入力してください。
詳しくは入力画面の説明をご覧ください。
③ Applicant Designated Representative
OPC の登録代表者に関する事項を記載します。こちらに記載された方に OPC Foundation からの連絡
がメールや郵便で届きます。OPC Foundation の Voting（理事選等）の際にも「Designated
representative」に記載された方のお名前で投票します。
記載事項：代表者の氏名、役職、会社名、住所、電話番号、FAX 番号、Email アドレス
④ Applicant Marketing Representative (Optional)
入会希望会社に関する事項と、OPC Foundation のリストに記載される会社名の表記を記載します。
「Marketing representative」に記載された方には、ニュースや広告、イベントスポンサー募集などのお知
らせが届きます。「Designated representative」と同一の方で登録する場合はスキップしてください。
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⑤ Select Membership Type
該当する会員クラスを選択します。Corporate Membership の場合は、年間売上（企業全体の売
上）に照らして、該当する年会費のクラスを選択します。
記載事項：該当する会員クラス
⑥ Review and affirm bylaws, rules and policies
OPC 関連技術、トレードマーク等の成果物に対する機密保護と商標遵守の同意と、サインの記載を行
います。
記載事項：申込にはサインの記載が必要となります。サインは記入欄にマウスで直接入力するほか、画
像を GIF,PNG,JPG でアップロードすることができます。アプリケーションの入力者以外の方がサインする場
合は、メールアドレスを入力してください。サイン入力のためのリクエストフォームを送信します。
⑦ Select Method of Payment
支払方法を選択します。
記載事項：Credit card、Purchase Order、Invoice から選択してください。Invoice をご選択の場合、
後日 OPC Foundation 事務局より送付されますので、記載の銀行口座に指定の金額をお振込みいた
だきます。
⚫

会員資格分類と年会費
年会費の額は、会員企業の事業形態と売上規模で決まります。会員クラスを以下の区分から選択してくだ
さい。なお、今後、年会費は変更することも考えられます。最新の年会費は OPC Foundation の Web サイト
を確認してください。
 Corporate 会員資格：OPC 製品を製造・販売する OPC 製品プロバイダーに適用されます。また、年会費
は年間売上高に応じて決定されます（次ページ表参照）。
 End-User 会員資格：OPC 製品のエンドユーザーに適用されます。
 Non-Voting 会員資格：政府機関、研究機関、大学等の教育機関、非営利団体等に適用されます。
ただし、Non-Voting 会員は OPC 製品を製造・販売することは出来ません。
 UA Logo 会員資格：OPC 製品を製造・販売する OPC 製品プロバイダーに適用されます。ただし、OPC
認証ラボ利用時の Corporate 会員割引は適用されません。OPC Foundation ソースコードの使用、各種
活動への参加はせず、OPC UA テクノロジーロゴの使用のみができる会員クラスです。また、ロゴの使用に際
しては製品ごとに OPC Foundation への申請・承認を受ける必要があります。
その他会員資格については OPC Foundation Web サイトの Benefit（会員メリット）をご確認願います。
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・会員レベルと年会費
会員レベル

2021 年 7 月 1 日現在
世界での年間売上高

年会費

（米ドル）

（米ドル）

Corporate 会員（A クラス）

1 億ドル

18,000 ドル

Corporate 会員（B クラス）

2,000 万ドルから 1 億ドル

9,600 ドル

Corporate 会員（C クラス）

200 万ドルから 2,000 万ドル

4,800 ドル

Corporate 会員（D クラス）

200 万ドル未満

3,000 ドル

End-User 会員

–

1,800 ドル

Non-Voting 会員

–

900 ドル

UA Logo 会員

–

0 ドル

最初の年会費を OPC Foundation が受領してから 1 年毎に年会費をお支払いいただくことになります。
会員としての権利は、OPC Foundation による入会の承認と年会費の受領により生じます。
申し込み時に選択した支払方法にてお支払いください。
OPC Foundation の地域組織として、日本でも独自に日本 OPC 協議会を組織して幹事会・技術部会な
どの活動を行っております。OPC Foundation に有償会員としてご入会いただくと、自動的に日本 OPC 協
議会の会員となる権利を得ます。日本 OPC 協議会へのご登録は、下記の連絡先までご一報をお願いい
たします。また、日本での技術部会などの活動への参加をご希望の場合も、日本 OPC 協議会 事務局ま
でご連絡ください。

■ 本件に関するお問い合わせは、

日本 OPC 協議会（OPC-J） 事務局
日本マイクロソフト株式会社 製造営業統括本部 内 OPC-J 担当
Email：opcjapan@opcfoundation.org （件名に必ず「OPC」と入れてください。）

以上
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